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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 14,075 2.1 458 40.2 317 ― 593 ―

21年3月期第3四半期 13,786 ― 326 ― △97 ― △399 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 17.88 ―

21年3月期第3四半期 △11.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 42,395 9,671 22.6 291.29
21年3月期 40,114 9,278 23.0 275.12

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,596百万円 21年3月期  9,208百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 19,600 0.3 300 △35.3 190 △14.3 30 ― 0.90
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連
結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 34,344,000株 21年3月期  34,344,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,400,159株 21年3月期  873,188株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 33,155,353株 21年3月期第3四半期 34,173,654株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期における日本経済は、サブプライムローン問題、リーマンショック等に端を発した金融市場の混乱や

円高の進行もあいまって輸出が大きく落ち込んだ結果、製造業を中心に雇用調整、生産調整を行う企業が相次ぎ、投

資も大幅に抑制されたことなどから、消費者心理も冷え込み著しい景気後退を迎えております。

　医薬品業界におきましては、基幹製剤の特許期限に関する「2010年問題」を抱える中で、売上と利益成長の維持を

目指し各社とも自社開発を強化すると共に、有望製剤の獲得のために、大型Ｍ＆Ａやライセンスインを推進するとい

うグローバルな傾向が見られます。

　このような業界トレンドを受けて再編が加速化される中で、大型の製薬企業（メガファーマ）を中心とする各製薬

企業では、事業規模と収益機会の更なる拡大を目指し、各研究開発拠点の統廃合を進め、研究開発費や開発期間・コ

ストの合理化をグローバルな視点から見直しつつ、有力ＣＲＯとの協業体制を構築することが戦略上の重要課題であ

ると認識されています。そして、グローバルなアウトソーシング化を通じて利益構造の改善を目指す流れが一層顕著

になってまいりました。

　当第３四半期においては、製薬企業の中長期的な開発ニーズに応えるために、短期的な受注動向に捉われず、質の

高いレポートをスピーディに提供し、顧客の開発固定費の合理化に貢献していく体制をしっかりと堅持すべく、内部

体制の充実、施設の拡充、職員の教育研修に力を注ぎました。

　こうした状況の中、当第３四半期における売上高は14,075百万円と前年同期に比べて288百万円(2.1％)の増加とな

りました。営業利益は458百万円と前年同期に比べて131百万円(40.2％)の増加となり、経常利益は317百万円（前年同

期：経常損失97百万円）となり、四半期純利益は593百万円（前年同期：四半期純損失399百万円）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　①前臨床事業

　当事業部門におきましては、米国における金融危機に端を発した経済危機の中で、委託者による発注スケジュー

ルの調整や試験実施時期の延期等が生じておりますが、既受託試験の早期売上計上に向けた取り組みを強化すると

共に、業務の効率化、経費の合理化に取り組みました。

　そうした中で、売上高は10,719百万円と前年同期に比べて391百万円(3.8％)の増加となりました。営業利益は265

百万円と前年同期に比べて72百万円(38.0％)の増加となりました。

　②臨床事業

　当事業部門におきましては、米国臨床（フェーズⅠ～Ⅲ）事業で、中長期的な経営戦略の視点から、ハイクオリ

ティーな試験成果を提供することにより当社のブランド価値を市場に浸透させることに重点を置き事業を展開いた

しております。また、国内事業では、当社が得意とする疾患分野を中心に採算性を重視しつつ、業容拡大に努めて

おります。

　そうした中で、売上高は3,318百万円と前年同期に比べて82百万円(2.4％)の減少となりました。営業利益は455百

万円と前年同期に比べて72百万円(18.9％)の増加となりました。

　③トランスレーショナル リサーチ事業

　当事業部門におきましては、米国で経鼻投与製剤グラニセトロン（制吐剤）のフェーズⅡ臨床試験を完了してお

り、ライセンスアウトに向けた活動も強化しております。

　そうした中で、営業損失は346百万円（前年同期：営業損失322百万円）となりました。

　④その他事業

　当事業部門におきましては、環境分析装置の販売等を行っております。

　売上高は177百万円と前年同期に比べて36百万円(26.2％)の増加となりました。営業損失は６百万円（前年同期：

営業損失４百万円）となりました。
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　所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　①日本

　当地域におきましては、既受託試験の早期売上計上に向けた取り組みを強化すると共に、業務の効率化、経費の

合理化に取り組みました。

　そうした中で、売上高は10,091百万円と前年同期に比べて944百万円(10.3％)の増加となりました。営業利益は

980百万円と前年同期に比べて806百万円(465.1％)の増加となりました。

　②北米地域

　当地域におきましては、金融危機に端を発した経済危機の中で、委託者による発注スケジュールの調整や試験実

施時期の延期等が生じております。しかしながら、大手製薬企業の中長期的な開発ニーズに応えるために、短期的

な受注動向に捉われず、質の高いレポートをスピーディに提供し、顧客の開発固定費の合理化に貢献していく体制

をしっかりと堅持すべく、内部体制の充実、施設の拡充、職員の教育研修に力を注ぎました。

　そうした中で、売上高は3,929百万円と前年同期に比べて581百万円(12.9％)の減少となりました。営業損失は327

百万円(前年同期：営業利益341百万円)となりました。

　③その他の地域

　カンボジアにおきましては、主に当社グループの前臨床事業に質の高い実験動物(霊長類)を安定的に供給するた

め、実験動物の繁殖、育成、検疫、輸出を行っております。また、中国（上海）では、前臨床及び臨床試験試料の

分析を、インドでは前臨床試験の統計業務サポートを行う体制が整ってきております。

　そうした中で、売上高は628百万円と前年同期に比べて60百万円(8.7％)の減少となりました。営業損失は239百万

円（前年同期：営業損失266百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況に関する分析

　当第３四半期における前連結会計年度末からの財政状態の変動は、以下のとおりとなりました。

　当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,280百万円(5.7％)増加し、42,395百万円となりました。

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金は減少したものの、現金及び預金が増加したことなどにより、前連

結会計年度末に比べ2,711百万円(13.7％)増加して22,537百万円となりました。固定資産につきましては、繰延税金

資産が増加しましたが減価償却により有形固定資産が減少した結果、430百万円（2.1％）減少して19,857百万円と

なりました。

　負債は、前連結会計年度末に比べ1,887百万円(6.1％)増加し、32,723百万円となりました。流動負債につきまし

ては、未払法人税等及びその他流動負債は減少しましたが、短期借入金は増加したことなどにより前連結会計年度

末に比べ118百万円(0.8％)増加して14,580百万円となりました。固定負債につきましては、長期借入金が増加した

ことなどにより前連結会計年度末に比べ1,768百万円(10.8％)増加して18,142百万円となりました。

　純資産は、配当金の支払、自己株式の取得がありましたが、四半期純利益を計上したことなどにより、前連結会

計年度末に比べ393百万円(4.2％)増加し、9,671百万円となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況に関する分析

　当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末に比べて2,561百万円

（29.1％）増加し、11,366百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、1,085百万円と前年同期に比べ686百万円(171.7％)の増加となりました。

　主な内訳は、税金等調整前四半期純利益310百万円、減価償却費1,431百万円、たな卸資産の増加額394百万円、

未払金の減少額203百万円及び法人税等の支払額281百万円であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、1,474百万円と前年同期に比べ837百万円(36.2％)の減少となりました。

　主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,539百万円であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、2,959百万円と前年同期と比べ668百万円(18.4％)の減少となりました。

　主な内訳は、長期借入れによる収入4,800百万円、長期借入金の返済による支出2,609百万円、自己株式の取得

による支出190百万円及び配当金の支払額102百万円であります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　金融危機に端を発した先行き不透明な経済環境の中で、委託者による発注スケジュールや試験実施時期の変更が生

じております。

　そうした中で、既受注試験の信頼性と確実性を重視しつつ、期限遵守の進行管理に基づいた売上計上に向けた取り

組みを強化すると共に、業務の効率化、経費の削減、厳選に取り組んでおります。

　平成22年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表しました連結業績予想と変更はあり

ません。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①たな卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出については、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関して、収益性が低下していることが明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　②固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,616,645 8,522,414

受取手形及び売掛金 1,945,532 2,187,732

有価証券 873,084 404,430

たな卸資産 8,170,584 7,824,050

その他 994,204 958,784

貸倒引当金 △62,421 △70,917

流動資産合計 22,537,629 19,826,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,929,259 13,339,977

その他（純額） 5,191,613 5,438,856

有形固定資産合計 18,120,872 18,778,833

無形固定資産 224,106 306,794

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,648,388 1,338,813

貸倒引当金 △135,941 △136,421

投資その他の資産合計 1,512,447 1,202,392

固定資産合計 19,857,426 20,288,021

資産合計 42,395,055 40,114,515
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 230,604 229,941

短期借入金 4,964,980 3,493,993

未払法人税等 64,120 300,695

前受金 7,629,166 7,770,081

その他 1,691,955 2,667,183

流動負債合計 14,580,826 14,461,896

固定負債   

社債 50,000 －

長期借入金 18,091,019 16,365,493

その他 1,357 8,383

固定負債合計 18,142,376 16,373,876

負債合計 32,723,202 30,835,773

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,391,050 5,391,050

資本剰余金 6,073,450 6,073,450

利益剰余金 1,063,793 571,127

自己株式 △863,518 △672,914

株主資本合計 11,664,775 11,362,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,306 2,466

為替換算調整勘定 △2,078,813 △2,156,416

評価・換算差額等合計 △2,068,506 △2,153,949

少数株主持分 75,584 69,978

純資産合計 9,671,853 9,278,742

負債純資産合計 42,395,055 40,114,515
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,786,538 14,075,313

売上原価 8,842,118 9,261,885

売上総利益 4,944,419 4,813,427

販売費及び一般管理費 4,617,543 4,355,224

営業利益 326,876 458,203

営業外収益   

受取利息 35,448 6,237

受取配当金 2,522 2,792

投資有価証券売却益 36,525 －

持分法による投資利益 － 209

補助金収入 － 64,869

施設利用料収入 99,243 143,580

その他 83,974 55,287

営業外収益合計 257,713 272,977

営業外費用   

支払利息 204,137 254,027

持分法による投資損失 227 －

為替差損 473,706 150,070

その他 3,788 9,943

営業外費用合計 681,859 414,041

経常利益又は経常損失（△） △97,269 317,139

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 8,789

固定資産売却益 301 2,135

投資有価証券売却益 35,009 －

その他 771 1,512

特別利益合計 36,082 12,438

特別損失   

固定資産売却損 489 －

固定資産除却損 39,310 14,814

投資有価証券評価損 － 3,915

その他 7,916 －

特別損失合計 47,716 18,729

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△108,903 310,848

法人税、住民税及び事業税 62,965 82,433

法人税等調整額 233,233 △362,778

法人税等合計 296,198 △280,345

少数株主損失（△） △5,123 △1,884

四半期純利益又は四半期純損失（△） △399,979 593,077
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△108,903 310,848

減価償却費 1,343,497 1,431,849

のれん償却額 2,704 5,998

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,303 △8,789

受取利息及び受取配当金 △37,970 △9,030

支払利息 204,137 254,027

為替差損益（△は益） 399,226 105,405

持分法による投資損益（△は益） 227 △209

固定資産売却損益（△は益） 188 △2,135

固定資産除却損 39,310 14,814

投資有価証券売却損益（△は益） △71,535 －

投資有価証券評価損益（△は益） 7,871 3,915

売上債権の増減額（△は増加） 184,664 240,864

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,131,528 △394,590

前受金の増減額（△は減少） 887,818 △92,166

仕入債務の増減額（△は減少） 157,213 891

未払金の増減額（△は減少） △104,646 △203,685

未払費用の増減額（△は減少） △105,657 △84,599

その他 △593,323 36,891

小計 1,087,596 1,610,299

利息及び配当金の受取額 37,368 9,294

利息の支払額 △211,009 △251,720

法人税等の支払額 △514,291 △281,888

営業活動によるキャッシュ・フロー 399,663 1,085,984

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △94,173 △28,167

定期預金の払戻による収入 430,106 27,144

有価証券の取得による支出 △295,650 －

有価証券の売却による収入 99,500 －

有価証券の償還による収入 100,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △3,306,562 △1,539,101

無形固定資産の取得による支出 △113,813 △34,642

有形固定資産の売却による収入 1,317 2,135

投資有価証券の取得による支出 △592,071 △104,544

投資有価証券の売却による収入 1,479,962 110,089

関係会社株式の取得による支出 △2,500 △4,600

関係会社株式の売却による収入 － 2,000

貸付けによる支出 △19,139 △10,091

貸付金の回収による収入 4,777 3,137

その他 △4,330 1,660

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,312,576 △1,474,978
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △55,747 1,004,645

長期借入れによる収入 6,000,000 4,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,574,534 △2,609,625

社債の発行による収入 － 50,000

自己株式の取得による支出 △528,539 △190,603

少数株主からの払込みによる収入 － 7,039

配当金の支払額 △203,217 △102,378

その他 △10,493 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,627,467 2,959,075

現金及び現金同等物に係る換算差額 △452,094 △8,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,262,460 2,561,111

現金及び現金同等物の期首残高 6,083,690 8,805,478

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,346,150 11,366,590
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

前臨床事業
（千円）

臨床事業
（千円）

トランス
レーショナ
ルリサーチ

事業
（千円）

その他
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1) 外部顧客に対する
売上高　　

10,310,994 3,380,023 ― 95,520 13,786,538 ― 13,786,538

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

17,025 20,941 ― 45,329 83,296 (83,296) ―

計 10,328,019 3,400,965 ― 140,849 13,869,834 (83,296) 13,786,538

営業利益又は営業損失(△) 192,165 382,820 △322,241 △4,952 247,792 79,084 326,876

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

前臨床事業
（千円）

臨床事業
（千円）

トランス
レーショナ
ルリサーチ

事業
（千円）

その他
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1) 外部顧客に対する
売上高　　

10,714,527 3,308,633 ― 52,152 14,075,313 ― 14,075,313

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,310 9,950 ― 125,560 140,820 (140,820) ―

計 10,719,837 3,318,583 ― 177,712 14,216,133 (140,820) 14,075,313

営業利益又は営業損失(△) 265,111 455,251 △346,735 △6,958 366,669 91,534 458,203

（注）１　事業の区分は、創薬のための研究開発プロセスによっております。

２　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
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〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

日本
（千円）

北米地域
（千円）

その他の
地域

（千円）
計（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 9,143,690 4,490,573 152,274 13,786,538 ― 13,786,538

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,157 20,941 536,209 561,308 (561,308) ―

計 9,147,848 4,511,514 688,484 14,347,847 (561,308) 13,786,538

営業利益又は営業損失（△） 173,440 341,165 △266,116 248,489 78,387 326,876

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

日本
（千円）

北米地域
（千円）

その他の
地域

（千円）
計（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 10,091,994 3,929,730 53,587 14,075,313 ― 14,075,313

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 574,683 574,683 (574,683) ―

計 10,091,994 3,929,730 628,271 14,649,996 (574,683) 14,075,313

営業利益又は営業損失（△） 980,076 △327,133 △239,808 413,133 45,069 458,203

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米地域：米国

その他の地域：英国、香港、中国、カンボジア、インド

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

〔海外売上高〕

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,903,542 717,266 4,620,808

Ⅱ　連結売上高（千円） ―　 ―　 13,786,538

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 28.3 5.2 33.5

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,030,470 930,206 3,960,676

Ⅱ　連結売上高（千円） ―　 ―　 14,075,313

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 21.5 6.6 28.1

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米地域：米国、カナダ

その他の地域：スイス、英国、中国 他７カ国

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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